
13・09～

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。
●車両のアクセサリースイッチ取付場所は限られています。
　スイッチを必要とするアクセサリーの装着については販売会社にご確認ください。
●アクセサリーによっては、車体への加工が必要となる場合があります。
●写真は撮影、印刷インキの関係で実際の色調とは異なって見えることがあります。
●撮影のため、アクセサリー以外の小道具を使用しています。

■　　　 内の数字は標準取付時間です。
　取付費は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■仕様・価格は2013年9月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

ホンダアクセスのお届けする
Honda純正用品は3年間6万km保証です。
●保証修理を受けられる期間は、弊社製品をＨｏｎｄａ販売会社にて、
Ｈｏｎｄａ車にお取付けした日から３年間とします。
ただし、その期間内であっても走行距離が６万ｋｍまでとします。
（ケミカル用品、油脂類などの消耗品と別扱い保証の用品は除きます）

●お車を安全快適にご使用いただくためには、
お客様の正しい使用と点検、整備が必要です。
取扱説明書に示す取扱方法にしたがって、ご使用ください。

インターネットで、Honda純正アクセサリーの情報をお伝えしております。
http: / /www.honda.co. jp /ACCESS/

RR1-160　RR2-160　RR5-140　RR6-140

ホンダアクセスでは、携帯サイトを使ったアンケートを実施しています。
お答えいただいた方には、もれなく素敵な待ち受け画像を差し上げます。

■QRコードを利用して、アクセスしてください。
■下記のURLからもアクセスできます。

アンケートには、以下の方法でアクセスしてください。

https://mil l . jp/enq?n=jtanbtj

アクセサリーカタログ携帯アンケート実施中 

参加方法

お答えいただいた方の中から、抽選で毎月50名様に
「Hondaオリジナルグッズ」をプレゼント

愛車をいつまでも美しく、快適に、
Honda車にベストマッチのケミカル用品
Honda Original Chemicals

停止表示板 
収納に便利な折りたたみ式。
￥2,520（消費税抜き￥2,400）
（08M09-S2K-001）

HDELY-YKA3-309 T

受付時間：9～12時 13～17時/但し、土日・祝日・弊社指定休日は除く

Honda販売会社での新車購入/車検や、日々の
カードのご利用でポイントが貯まるHonda Cカード。
貯まったポイントは現金や楽天Edyでキャッシュバック。
詳しくはCカードホームページへ。
ht tp://www.honda.co.jp/C-CARD/

⑦ガラス撥水剤（スプレータイプ）
フロントガラスにスプレーするだけで
撥水効果が得られます。
￥1,260（消費税抜き ￥1,200）
80㎖（08CBC-X010S0）

⑧タイヤ＆合成レザーワックス
美しいつやを出し、同時に帯電防止で
ほこりを寄せつけません。
￥1,260（消費税抜き ￥1,200）
420㎖（08CDE-A010L0）

⑨タイヤコート
タイヤのつやを長時間持続させます。
￥1,680（消費税抜き ￥1,600）
300㎖（08CDE-A030M0）

⑩本革クリーナー
本革シート等の洗浄・保護に効果を発揮。
￥1,050（消費税抜き ￥1,000）
180㎖（08CAZ-B010S0）

①シャンプー＆ワックス
洗車するだけでワックス効果も得られ
ます。
￥1,365（消費税抜き ￥1,300）
500㎖（08CBA-R010S0）

②カーシャンプー
ボディの塗装面、タイヤ等に付着した
汚れの洗浄に効果を発揮。ブライトポ
リマー加工車にも使用できます。
￥630（消費税抜き ￥600）
600㎖（08CBA-A020S1）

③アルミホイールクリーナー
アルミホイール塗装面に固着して落とし
づらくなったブレーキダストを、化学反応を
利用して効果的に取り除きます。
￥3,150（消費税抜き ￥3,000）
500㎖（08CBA-X020N0）

④高級カーワックス・ハード
紫外線を吸収し塗装の色あせを抑え、
保護します。全塗装車用本格つや出し、
保護剤。
￥3,045（消費税抜き ￥2,900）
300g（08CDA-A020L1）

⑤カーワックス・ハード
天然ロウを使用した全塗装車用本格
つや出し。車のクリーンアップに。
￥1,680（消費税抜き ￥1,600）
250ｇ（08CDA-A010M1）

⑥タッチアップペイント
ボディのかすり傷の補修に便利です。
スーパープラチナ・メタリック

　（08C52-TNH704M）
プレミアムスパークルブラック・パール

　（08C52-TNH812P）
各￥735（消費税抜き 各￥700） 各15㎖

ホワイトオーキッド・パール
ベース色／トップ色 2本セット 各15㎖
￥1,365（消費税抜き ￥1,300）

（08C52-TNH788P）

●クルマ安心、快適ケミカル̶̶
カーライフをもっと豊かに、快適に

●クルマ長持ちケミカル̶̶
クルマをいつまでも大切に

●クルマ美しケミカル̶̶
新車の輝きをいつまでも

①

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

② ③

④ ⑤

国内国内レースレース最高峰のひと最高峰のひとつつSUPER GTSUPER GTにに
「「ウイウイダダー ー モモデデューューロ ロ 童夢童夢レーシングレーシング」」としてとして挑戦。挑戦。

カスタムショーカスタムショーにに積極参加。デザインと積極参加。デザインと
ダイダイナナミミククスが融合したスが融合したククルルマづくりに挑戦。マづくりに挑戦。

新たなライフスタイルを創造新たなライフスタイルを創造すする多彩なる多彩な
商品を、Honda車と同時一体開発。商品を、Honda車と同時一体開発。

カタログPDFの情報は2013年9月現在のものです。



メッキタイプ

●適用マーク： 　　=Sに適用、 　　=SGに適用
●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●　　内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。S SG

モデューロは、ホンダアクセスがHonda車の性能、魅力を際立たせた
オリジナルカスタマイズ。

Honda純正用品ならではの、デザイン性、機能性、信頼性、品質保証などによって、
他にマネのできないクオリティを実現。

17×61/2JJ インセット55mm 17×61/2JJ インセット55mm

¥23,100　　 （消費税抜き¥22,000） 08R04-SJK-0030.6H

換気などに効果を発揮するバイザーです。

ドアバイザー04

※センサーとの同時装着はできません。
※フロント／リアともに装着する場合、2セット必要です。

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※リア用はナンバープレート取得後、封印前の取り付けとなります。

※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※リア用はナンバープレート取得後、封印前の取り付けとなります。
※ナンバープレートロックボルトは封印部には装着できません。

お得なセット価格

単品合計価格

フロント／リア 4枚セット

S SG

¥4,200　　 （消費税抜き¥4,000） 08P03-EA7-B010.1H

傷つけやすいバンパーコーナー部をガードします。

バンパーコーナープロテクター05

フロント／リア共用（幅広タイプ）、左右2本セット

S SG

※字光式ナンバープレートには装着できません。
※封印部には装着できません。

¥3,150（消費税抜き¥3,000） 08P25-EJ5-C00A

ワンポイントのオシャレアイテムとしてお使いいた
だけ、ナンバープレートの盗難を抑止します。

ナンバープレートロックボルト08

ライセンスフレーム（カラードタイプ）
フロント用/リア用＋
ナンバープレートロックボルトセット

09

マックガード社製  3本入セット ボルト長：20ｍｍ

¥39,900/1本
（消費税抜き¥38,000/1本） 08W17-SJK-000A

0.7H/1本

アルミホイール（17インチ）01

アルミホイール用ホイールロックナット02

ゴールドエンブレム06

■MG-002（ネオサテンフィニッシュ）

■S用
Hマーク2個＋プレステージエンブレム

S

S SG

¥31,500/1本
（消費税抜き¥30,000/1本）  08W17-SJK-001

0.7H/1本

■MG-002（全面切削）

¥9,450　　 （消費税抜き¥9,000） 08F53-SJK-0010.1H

マフラーエンドをパワフルに演出
する、スポーティなスタイリングに
欠かせないドレスアップアイテム。

スポーツフィニッシャー03 S

ステンレス製、
テールエンド部 φ100mm、1本

※テンポラリータイヤには使用しないでください。

¥7,350　　 （消費税抜き¥7,000） 08F20-SYK-000A0.5H

S

■SG用
Hマーク2個＋プレステージエンブレム＋V6エンブレム
¥8,400　　 （消費税抜き¥8,000） 08F20-SYK-0000.7H

SG

■4WD車用
４ＷＤエンブレム
¥2,100　　 （消費税抜き¥2,000） 08F20-SJK-000Ｇ0.1H

SGS

EXTER IOR

高級感あふれるゴールドの輝きが、個性やこだわり
を格調高く主張します。

ライセンスフレーム07

■フロント用
メッキタイプ
¥3,675　　 （消費税抜き¥3,500） 08P25-EJ5-000A0.1H

カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック）
¥3,675　　 （消費税抜き¥3,500） 08P25-EJ5-010C0.1H

■リア用
カラードタイプ（アラバスターシルバー・メタリック）
¥3,675　　 （消費税抜き¥3,500） 08P26-EJ5-011C0.1H

ナンバープレートをセンスよくドレスアップする
フレーム。強度と耐久性にすぐれた素材を使用し、
エリシオン プレステージを個性的に彩ります。

08Z01-EJ5-011B
¥9,450　　 （消費税抜き¥9,000） 0.2H

¥10,500　　 （消費税抜き¥10,000） 0.2Hキャップタイプ／4個セット（マックガード社製）

¥6,300（消費税抜き¥6,000） 08W42-SJK-002A

■収納ケース
¥3,675（消費税抜き¥3,500） 08W42-TF0-000

SGS

SGS

SGS

Photo :S（FF） アクセサリー装着車 ボディカラーはスーパープラチナ・メタリック

さらなる風格と、上質な時を手に。

カラードタイプメッキタイプ

カタログPDFの情報は2013年9月現在のものです。



フロント左右・リア左右・
テールゲート部 5点セット

SGSフロアカーペットマット（ラグジュアリー）01

S

■1～3列シート用

08P14-SJK-033H（ブラック）
08P14-SJK-013H（グレージュ）

各¥47,250　　 （消費税抜き¥45,000） 0.3H

08F05-SJK-030（ブラック）
08F05-SJK-010（グレージュ）

各¥26,250　　 
（消費税抜き¥25,000） 

0.3H

08U61-SJK-031（ブラック）
08U61-SJK-011（グレージュ）

各¥23,100　　 （消費税抜き¥22,000） 0.7H

合計 各¥10,500　　 （消費税抜き¥10,000） 0.6H

08P11-SJK-033（ブラック）
08P11-SJK-013（グレージュ）

各¥15,750　　 （消費税抜き¥15,000） 0.1H

室内確認用ミラー付

取付アタッチメント ¥5,250　　（消費税抜き¥5,000） 08E10-SJK-002

本体 各¥5,250
　　　　（消費税抜き¥5,000） 

■ラゲッジ用
※マップランプ部に装着できます。
　2個必要です。
※購入日から1年間保証。

¥3,675 （消費税抜き¥3,500）
08E13-E2K-000

繊細な質感が心地よいラグジュアリータイプ。足元を格調高い気品で
満たします。内装色に合わせてお選びいただけます。

SGS

SGS

ガーニッシュカバー02
ドアステップを保護しながら、乗降時に存在感を主張する
ステンレス製カバーです。

フットライト
スモールライトに連動して、適度な明るさで優しく足元を
照らします。

SGSルーフ照明
新光源の冷陰極管を採用することで、デザインのスリム
化と点灯の高速化を実現。アームレスト部を照らすLED
スポットライトと、お好みに合わせて7色の中から色を変
えられるLEDムーディーライトを装備しています。

SGSLEDルームランプ
電球を付け替えるだけ
で、透明感のある光で車
内をシャープなイメージ
にドレスアップします。

ルーフコンソール
頭上空間を収納スペースに変えるボックス。運転席と助手席どちら側からも出し入れしやすいように設計
するとともに、開閉フィールにいたるまで、ハイクオリティーな使い心地を追求しました。夜間はスモール
ライトに連動して内部を照らします。

※リア席モニター（ルーフ取付タイプ）との同時装着はできません。
※装着時、車両ルーフへの穴あけが必要となります。装着後は取り付け穴をふさぐためのルーフキャップをルーフに取り付けます。

1～3列シート用 ラゲッジ用

ブラック

グレージュ

フロント

リア

テールゲート部

ブルー照明 アンバー照明 レッド照明

冷陰極管＋LEDスポットライト＋LEDムーディーライト

冷陰極管点灯時

LEDムーディーライト点灯時（7色）

1列目用 左右セット

※ドアを開けると足元を照らします。閉めると数秒後に消灯します。
　スモールライトをつけている間はドアを開けた場合より減光した明るさで点灯します。

※リア席モニター（ルーフ取付タイプ）との同時装着はできません。

LEDバルブ（ホワイト）1個入
12V 1.1W

LEDルームランプ 標準ランプ

0.6H

合計 　　¥26,250　　 （消費税抜き¥25,000） 0.5H

0.5H取付アタッチメント ¥3,150　　（消費税抜き ¥3,000） 08E14-SJK-000
本体 　　　　  ¥23,100　　　（消費税抜き¥22,000）08E13-SJK-001

08E10-SMA-000B（LEDブルー照明）
08E10-SMA-000C（LEDアンバー照明）
08E10-SMA-000D（LEDレッド照明）

●適用マーク： 　　=Sに適用、 　　=SGに適用
●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●　　内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。S SG

許容荷重 1kg

※撮影のため、点灯した状態を強調し再現したものです。写真の色および照度は実際の色とは異なります。

※写真は他車種の装着例です。

Photo:SG（FF） アクセサリー装着車 インテリアカラーはブラック カットボディによる撮影

I N T ER IOR
大人の気品に満たされる。

内部照明点灯イメージ室内確認用ミラー

※小物は撮影のために用意したものです。

03

04

05 06

カタログPDFの情報は2013年9月現在のものです。



SGS

NAV I  O PT ION

リア席モニター（ルーフ取付タイプ） VM-108N01

VICS光・電波ビーコンユニット

クルージングの歓びを広げる。

¥31,290　　 （消費税抜き¥29,800） 08A57-SFE-A010.8H

¥7,350　　 （消費税抜き¥7,000） 
08A38-0E0-501

0.4H

天井から吊り下げるタイプの後部座席用9 .0型ワイドVGA液晶モニター。
Hondaインターナビと組み合わせることで、走行中でも後席でDVDビデオなど
の映像を楽しめるほか、12セグ地上デジタル放送の高画質なテレビ放送を視聴
できます。便利なLEDルームランプ付き。

広範囲の交通情報が得られる、標準装備のFM-VICS機能
に加え、常にすぐ先の詳細な情報が得られる電波ビーコン
（高速道路に設置）、光ビーコン（主要幹線道路に設置）か
らの情報を受信することが可能になります。また、D．R．G．
（ダイナミック・ルート・ガイダンス）機能により、渋滞時の
迂回ルート検索が行えます。

フロントサイドカメラシステム
停車時および低速走行時、Hondaインターナビのモニター
を、フロントバンパーの両サイドに取り付けたカラーCCDカ
メラ（約25万画素）の映像に自動切り換え。モードスイッチ
により左右2画面表示、右側カメラ表示、左側カメラ表示の
切り換えが可能です。樹木やブロック塀等で左右の見通し
がききにくい場所でも、車両の先端部分を少し出すだけで
カメラ画像による状況確認ができ、目視による安全確認と
相まってより安心感のある運転をサポートします。

カラーCCDカメラ（約25万画素） 左右セット

● 適用マーク： S 　　=Sに適用、SG 　　=SGに適用
●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●　　内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

●VICSは財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。 
●情報が提供されている地域および高速道路については（財）VICSセンターでご確認ください。 
　全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。 
　０５７０-００-８８３１（ＰＨＳ、IP電話等からはご利用できません）  

VICS（Vehicle Information&CommunicationSystem）
は渋滞、事故、工事、規制、所要時間などの状況をリアルタイ
ムに提供するシステムです。各地域の主要道路および全
国の高速道路で情報が提供されています。

※サイドカーテンエアバッグシステム装備車に装着する場合、別途クリップ（91561-SJK-J01）
　が必要となります。

最大入力 60W　
再生周波数範囲 40～40,000Hz

最大入力 60W　
再生周波数範囲 40～20,000Hz

※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。
※フロントのみ装着時には１セット、フロント、リアとも装着時には２セット必要です。

※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。
※フロントのみ装着時には１セット、フロント、リアとも装着時には２セット必要です。

画面はハメコミ合成です。

※ルーフ照明、ルーフコンソールとの同時装着はできません。 
※サイドカーテンエアバッグシステム装備車には装着できません。 
※リア席モニターの本体色は各車両のルーフ内装色とは異なります。 
※モニターを開いた状態ではルームミラーの後方視界が一部さえぎられることがあります。その場合、ディスプレイを閉じて、
   後方確認を行ってください。 
※ナビゲーション画面の地図表示およびカメラ映像はご覧になれません。
※リア席モニターの操作ボタンでは、ナビゲーションシステムの機能をコントロールすることはできません。 
※装着時、車両ルーフへの穴あけが必要となります。装着後は取り付け穴をふさぐためのルーフキャップをルーフに取り付けます。

合計 ¥70,350　　 （消費税抜き¥67,000） 1.5H

1.5H

本体
取付アタッチメント（グレー）

¥59,850
10,500

（消費税抜き¥57,000）08A20-8M0-710
（消費税抜き¥10,000） 08B20-E40-B10B

SGS SGS
16cmパールマグネシウム2WAYスピーカー
 GS-693602

超強力I.D.M.磁気回路とマグネシウムフレームを搭載。
艶やかな音を奏でる2.5cmソフトドームツィーターと
16cmパールマイカウーファーの2ウェイスピーカー。

17cmネオジウムデュアルスピーカー
GS-293703

標準ドアスピーカーと手軽に交換可能。
ネオジウムマグネット＆パールマイカの
高音質デュアルスピーカー。

合計 ¥28,875　　 （消費税抜き¥27,500） 0.5H

0.5H本体
取付アタッチメント

フロント／リア共用（左右セット） フロント／リア共用（左右セット）

¥26,250
2,625

（消費税抜き¥25,000）
（消費税抜き　¥2,500） 

08A38-0E0-421
08A36-0C0-401

左右2画面モード

左側画面モード 右側画面モード

※表示画面は他車種のもので、表示画面は車両により異なります。

画面はハメコミ合成です。

※広角レンズを使用しているため、ナビ画面上に表示される映像は、実際の距離感覚とは異
　なります。
※フロントサイドカメラシステムは障害物等の確認のための補助手段として使用してください。
　安全のためカメラ使用時も直接周辺の安全確認を行いながら運転してください。
※雨滴などがカメラ部に付着時、夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場
　合があります。

合計 ¥131,250　　 （消費税抜き¥125,000） 1.7H

1.7H

本体
取付アタッチメント

¥115,500
15,750

（消費税抜き¥110,000）08A21-2F0-001
（消費税抜き¥15,000） 08B21-SJK-A00G

視野範囲イメージ

ドライバーの視野範囲

右側CCDカメラの
視野範囲

左側CCDカメラの
視野範囲

SGS

SGS05

04

カタログPDFの情報は2013年9月現在のものです。



SAFETY & CONVEN I ENCE
大いなるゆとりに包まれる。

¥13,650　　 
（消費税抜き¥13,000） 
08V08-SJK-A01

0.6H

■スタンダード（乳児用・幼児用兼用）

ISOFIXチャイルドシート

シートベルト固定タイプチャイルドシート07

●適用マーク： 　　=Sに適用、 　　=SGに適用
●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●　　内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。S SG

SGS
コーナーセンサー
（超音波感知システム）01

センサーと障害物の距離が約50cmになると
警告音が鳴りはじめ、近づくにつれて音が変
化。狭い道での右左折時や縦列駐車時などに
便利な装備です。

フロント用（2センサー）

合計 ¥26,250　　 （消費税抜き¥25,000） 1.4H

1.4H

本体

取付アタッチメント

¥9,450

16,800
（消費税抜き¥9,000）08V66-SJK-＊＊＊＊

（消費税抜き¥16,000） 08V66-SJK-001A

センサー部 バックソナーのブザー※センサーの直近約20cm以下では検知しない場合があります。

コーナーセンサー
約25以下
約25～40
約40～50

コーナーセンサー
約25以下
約25～40
約40～60

バックソナー
約50以下
約50～100
約100～150

感知範囲（単位：cm）

リア用フロント用

ピーという連続音
ピ、ピ、ピという早い断続音
ピッ、ピッ、ピッという遅い断続音

※バンパーコーナープロテクターとの同時装着はできません。

SGS
コーナーセンサー&バックソナー
（超音波感知システム）02

超音波センサーで後方の障害物を感知して、
警告音で障害物への接近を知らせます。4セ
ンサーの採用により、コーナーおよび後方を
幅広く感知することができます。

※バンパーコーナープロテクターとの同時装着はできません。

リア用（4センサー）

合計 ¥33,600　　 （消費税抜き¥32,000） 1.3H

1.3H

本体

取付アタッチメント

¥16,800

16,800
（消費税抜き¥16,000）08V67-SJK-＊＊＊＊

（消費税抜き¥16,000） 08V67-SJK-000A

視野範囲イメージ図

助手席側用

通常使用時の視野範囲 リバース連動機能作動時の視野範囲

お子様との楽しいドライブは、安全運転とHondaのチャイルドシートからはじまります。

option

■体をよりフィットさせるためのクッションです。お子様の体重が7kg
　未満（参考年齢6ヶ月未満）の場合にのみご使用になれます。
■洗える難燃性素材使用　■ソフトな感触
■内蔵された背面パッドが、お子様の体への負担を軽減します。

詳しくは、専用カタログもしくは http://www.honda.co.jp/childseat/ をご覧ください。

15～18㎏～9㎏ ～36㎏

～150cm位

～13㎏

Hondaジュニアシート

Honda Baby ISOFIX

Honda Kids ISOFIX

※お子様の体格により上記の表（ご使用の目安）と合わない場合があります。 
お選びの際には、お子様を実際に座らせるなどして体格にあったものをお選びください。

※身長と年齢は参考です。

参考年齢

体　　重

参考身長

欧州安全基準型式指定番号

■側面衝突を考慮したサイドガード  ■洗えるシートカバー 
■難燃性素材使用  ■5点式ハーネス採用

○04443812E4

お子様の体格によるご使用の目安

チャイルドシートの新安全基準について

ISOFIX
チャイルドシート

ISOFIX
チャイルドシート

シートベルト
固定タイプ
チャイルドシート

シートベルト
固定タイプ
チャイルドシート

Honda ISOFIX Neo

スタンダード

2006年10月、車両およびチャイルドシートの保安基準が改正・適用され（完全適用は2012年7月1日）、車両への汎用型
ISOFIX取付装置が義務付けとなりました。これにより従来のISOFIX（車両限定型）チャイルドシートでは取り付けられる車両が
指定された車両に限られていたのに対し、汎用型ISOFIX対応の車両とチャイルドシートであれば、メーカーを問わず取り付け可
能になりました。また、この新保安基準では、欧州の安全基準「ECE R44」を国内基準として採用しています。
※汎用型ISOFIXチャイルドシートはHonda Kids ISOFIXのみの規定になります。Honda ISOFIX NeoおよびHonda Baby 
ISOFIXは準汎用型ISOFIXチャイルドシートの規定となり、装着できる車両が指定されます。詳しくは車両取扱説明書をご参照
ください。

クルマにあらかじめ装備されているロアアンカレッジに連結。
国際規格「ISOFIX」の固定方式を採用した新安全基準対応の
チャイルドシートです。

12歳頃

幼児用シートとして使用
乳児用シートとして使用

幼児用シートとして使用
乳児用シートとして使用

Honda Baby ISOFIX
Honda Kids ISOFIX

スタンダード

Hondaジュニアシート

（乳児用）

（幼児用）

（乳児用）

（幼児用）

（学童用）

×
×注
×
×注
×注

×
×
×
×
×

×
〇
×
○
○

○
×
○
×
×

×
〇
×
○
○

○
×
○
×
×

×
〇
×
○
○

○
×
○
×
×

×
〇
×
〇
〇

○
×
〇
×
×

注〈助手席SRSエアバッグ装備車の助手席に、やむを得ずチャイルドシート（幼児用、学童用）を取り付ける場合〉
 必ず前向き取り付けとし、助手席シートを一番後ろに下げ、SRSエアバッグからできるだけ遠ざけて取り付けてください。

※ご購入の際には、販売会社にご相談のうえお子様に合ったものをお選びください。※取り付けるチャイルドシートの位置及びお
子様の体格により、取付方法が異なりますので、詳しくは販売会社にご相談ください。※チャイルドシートの取り付け、使用方法等
については、必ず車両の取扱説明書および、商品に添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

[幼児用] 体重9kg～18kgのお子様（生後9ヶ月～4歳頃）で一人座りができ、首が安定したお子様、
　　　　 座ったときチャイルドシートによってお子様が支えられること。 
[学童用] 体重15kg～36kgのお子様（3歳～12歳頃）で一人座りができるお子様、
　　　　座ったときチャイルドシートによってお子様が支えられること。

1列目シート取
付
位
置

品 名

（乳児用）

（幼児用）

（乳児用）

（幼児用）

助手席 右席 左席
2列目シート

中央席左右席
3列目シート

Honda Baby ISOFIX
Honda Kids ISOFIX

Honda ISOFIX Neo

チャイルドシート適用表
前
向
き

×
×
×
×

後
向
き

×
×
×
×

前
向
き

×
○
×
○

後
向
き

○
×
○
×

前
向
き

×
○
×
○

後
向
き

○
×
○
×

前
向
き

×
×
×
×

後
向
き

×
×
×
×

前
向
き

×
×
×
×

後
向
き

×
×
×
×

¥33,075（消費税抜き¥31,500） 
08P90-E1B-000

■Hondaジュニアシート（学童用）
欧州安全基準型式指定番号

■洗えるシートカバー ■難燃性素材使用
■ワンタッチ ヘッド＆サイドサポートアジャスター付　

¥38,850（消費税抜き¥37,000） 
08P90-E4R-000A

■ネストクッション（スタンダード用）
¥4,725（消費税抜き¥4,500） 
08P90-E1B-000A

■シートの座面を保護するクッション　

■シートカバークッション
（シートベルト固定タイプに適用）

¥7,350（消費税抜き¥7,000） 
08P90-SR4-C00

■Honda Kids ISOFIX
（トップテザータイプ／幼児用）
〈汎用型ISOFIXチャイルドシート〉
欧州安全基準型式指定番号

■洗えるシートカバー 
■難燃性素材使用 ■5点式ハーネス採用

○04301133E1

¥69,825（消費税抜き¥66,500） 
08P90-E13-001B

■Honda Baby ISOFIX
（サポートレッグタイプ／乳児用）
〈準汎用型ISOFIXチャイルドシート〉
欧州安全基準型式指定番号

■洗えるシートカバー ■難燃性素材使用 
■移動の際に便利なキャリーハンドル付

※シートベルト固定でも使用できます。 ※シートベルト固定でも使用できます。その場合は、
下側のISOFIXベースを取り外しての装着となります。

○04301146E1

¥77,175（消費税抜き¥73,500） 
08P90-E13-000C

■Honda ISOFIX Neo
（サポートレッグタイプ／乳児用・幼児用兼用）
〈準汎用型ISOFIXチャイルドシート〉
欧州安全基準型式指定番号

■洗えるシートカバー ■難燃性素材使用 ■5点式ハーネス採用 ■乳児用ネストクッション付
※シートベルト固定では使用できません。

○44R-040004E43

○44R-040006E43

¥73,500（消費税抜き¥70,000） 08P90-E2P-000

乳児用シートとして使用時 幼児用シートとして使用時

ご使用可能な
お子様の目安

SGS

SGS

～100cm位～70cm位 ～85cm位
3～4歳頃生後9ヶ月頃 生後18ヶ月頃

リア用（4センサー）

フロント用（2センサー）

SGSリモコンエンジンスターター05

¥58,800　　 （消費税抜き¥56,000） 08E92-SJK-C001.0H

離れた場所からリモコン操作でエンジンをスタート。
寒い時にはDEFモードに、自動制御でエアコンが
作動します。始動後、約10分でエンジンは自動停止し
ます。アンサーバック機能付。

※Honda販売会社の専用機器（ＨＤＳ）によるセッティング作業が必要です。
※オートリトラミラーと同時装着する場合、別途サブハーネスが必要です。詳しく
はオートリトラミラーをご覧ください。
※一般公道での使用、閉めきった車庫での使用はおやめください。※エンジン
の暖機運転以外には使用しないでください。※地域により車両の停止中にみ
だりにエンジンを稼動させた場合、条例により罰則を受ける場合がありますので
ご注意ください。

■アンサーバック機能によって、車両の状態をディスプレイで確認できます：エン
ジン始動・停止／室内温度／セキュリティ警報履歴／ドアロック・アンロック／暖
機運転残時間／その他（リモコン電池残量）　■電波到達距離：見通しの良い
場所では約２５０ｍ以内、ただし周囲の状況により異なります。

SGSオートリトラミラーシステム04SGSリバース連動ドアミラー03

¥10,500　　 （消費税抜き¥10,000） 08V02-SJK-0000.7H

ドアのロック・アンロックに連動します。ロックで格
納・アンロックで展開します。運転席の格納スイッチ
でドアミラーを格納した場合、ドアミラーが展開しな
い格納スイッチ優先機能付です。

セレクトレバーを□に入れると、左側のミラーが自動
的に下向きになり、車庫入れなどのバック時に見え
にくい左後輪付近の視界をサポートします。

※運転者の目線および鏡面の角度により、見え方、視野範囲が異なる場合が
あります。※セレクトレバーをリバース・ポジションにする場合は、必ずブレーキペ
ダルを踏んでください。※リバース連動ミラーのシステムＯＮの状態で後退する
際は、ドアミラーに映し出される視界が下方に変わっていますので、後方および
車両周辺には十分注意して運転してください。

※リモコンエンジンスターターを同時装着する場合、別途サブハーネス
　¥3,150｠　　 （消費税抜き ￥3,000） 08V02-SJK-A00が必要です。

ドアロック連動タイプ

0.1H

R

感知範囲イメージ

電子ブザー音

スーパープラチナ・メタリック
ＮＨ-７０４Ｍ

＊＊＊＊
0Q0K

ホワイトオーキッド・パール
ＮＨ-７８８Ｐ

＊＊＊＊
0R0K

プレミアムスパークルブラック・パール
ＮＨ-８１２Ｐ

＊＊＊＊
0S0K
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撥水ガラスコート施工処理車専用ワイパーブレード
ラバーです。

ガラス専用の撥水処理剤です。雨水やクルマの跳ね上げた
水が水滴となって流れ、水膜にならないので雨の日のドライ
ブが快適です。撥水ブレードラバーとの併用で、撥水効果が
約1年間（使用状況により異なります）持続します。

耐熱性・耐久性に優れたガラス系素材と界面活性剤からなる
被膜が、アルミホイール塗装面を保護。しつこいブレーキダ
ストの固着を防ぎ、汚れも落としやすくします。水洗いだけで
汚れを落とせます。カーシャンプーの使用を控えられるため、
排水による環境への負担を軽減でき、洗車時の使用水量も
削減できます。約1年間（使用状況により異なります）効果が
持続します。

光沢感が強く、降雨時には水をはじきます。耐久性に優れた
フッ素樹脂をベースとした塗膜保護剤です。密着性に優れた
透明被膜を塗装表面に形成し、塗装面を保護します。

ガラス系被膜が、ボディの塗装を長期間保護します。熱や摩耗
に強く、酸化による劣化が起きにくく汚れが付きにくい無機被
膜なので、水洗いで汚れを落とせます。

ウルトラグラスコーティングの「汚れのつきにくさ」「落としや
すさ」はそのままに撥水性と耐久性をさらに高めたガラス系被
膜で、塗装を長期間保護する次世代のボディコートです。

ＡＣコンセント

ＬＥＤルームランプ

ＶＩＣＳ光・電波ビーコンユニット

アルミホイール

アルミホイール用ホイールロックナット

オートリトラミラーシステム

ガーニッシュカバー

キャリアシステム（TYPUS）

ゴールドエンブレム

9

4

6

1

1

7

3

10

2

スピーカー

スポーツフィニッシャー

センサー

タイヤチェーン（スチールチェ－ン）

チャイルドシート

ドアバイザー

ナンバープレートロックボルト

ハイケルビンバルブ

灰皿

5

2

7

9

8

2

2

9

9

バンパーコーナープロテクター

フットライト

フロアカーペットマット（ラグジュアリー）

フロントサイドカメラシステム

ライセンスフレーム

ラゲッジトレイ

ラゲッジフック

ラゲッジルームネット

ランバーフィットサポート

2

4

3

6

2

9

9

9

9

リア席モニター

リバース連動ドアミラー

リモコンエンジンスターター

ルーフコンソール

ルーフ照明

ルーフレール

ワイパーブレード（スノータイプ）

ワイパーブレード（撥水ブレードラバー）
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7

7

4

4

10

9

10

SGS

UT I L I TY
ルーフラッククロスバー（ルーフレール装着車用、ロック付）12

使いやすさがさらに高まる。

●適用マーク： 　　=Sに適用、 　　=SGに適用S SG

合計 ¥17,325　　 
（消費税抜き¥16,500） 

0.3H

0.3Hクロスバーフット

バーセット（127cm）

¥11,550

¥5,775

（消費税抜き¥11,000）

（消費税抜き¥5,500） 

08L04-TA1-E01

08L02-TA1-C00

SGSルーフレール13

ルーフラッククロスバーを装着する際のベース装備です。

¥10,500（消費税抜き¥10,000） 08U45-SJK-000 ¥10,500（消費税抜き¥10,000） 08L96-S7S-001

08U25-E3F-000

LEDブルー照明 
¥5,040（消費税抜き¥4,800）

08L96-SJK-030（ブラック）／08L96-SJK-010（グレージュ）
0.1H2個セット 各¥3,150　　 （消費税抜き¥3,000）

SGSワイパーブレード（撥水ブレードラバー）14

運転席側用 ¥1,680　　 （消費税抜き¥1,600） 
　　　　　　 08T24-ER8-000R

Photo：撥水性イメージ

Photo：低撥水性イメージ

Photo：撥水性イメージ
※写真はイメージです。

雨天時の視界確保　撥水ガラスコート

クルマの足元 イージーケア　アルミホイールコート

for Windows

for Aluminum Wheels

優れた光沢と撥水性　ブライトポリマー

低撥水のガラス系皮膜　ウルトラグラスコーティング

撥水タイプのガラス系被膜 ウルトラグラスコーティングNEO

新車登録～3ヵ月以内
の施工で

※付属のメンテナンスクリーナーキットを用いて
6ヵ月に1回必ずお客様がメンテナンスを行うことと、
12ヵ月毎の定期点検（無料）をお受けいただくこ
とで、向こう1年間ずつ保証が継続されます。

for Body

水量が多い時水量が少ない時洗車時等、多量の
水をかけた場合 少量の降雨時

洗車時等多量の水をかけた場合

Hondaカーケアメニュー 施工価格、施工時間、保証内容について詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、専用カタログをご覧ください。

5年間保証

新車登録時の施工で
※12ヵ月毎の定期点検（無料）をお受けいただく
ことで、向こう1年間ずつ保証が継続されます。5年間保証

新車登録時の施工で
※12ヵ月毎の定期点検（無料）をお受けいただく
ことで、向こう1年間ずつ保証が継続されます。5年間保証

運転席側用

助手席側用

※バーセットとクロスバーフットの組み合わせでルーフ
ラッククロスバーになります。※装着には別売のルー
フレールが必要です。※使用目的に合わせて別売
の純正アタッチメントとセットでご使用ください。
※ルーフより1３ｃｍ高くなります。

※各アタッチメントの許容荷重をこえない範囲でご使用ください。 
※各アタッチメントの装着には、いずれも別売のルーフラッククロスバーが必要です。
※積載数は参考値です。

フラットタイプ

サイズ：L 500 × W 2.5cm
※色調は予告なく変更する場合があります。

小物や安定感のない荷物を固定できます。 ラゲッジルームネットを装着するためのフック。濡れた物や汚れた荷物を置けるラゲッジトレイ。

※ラゲッジフック装着時適用となります。

0.1H

助手席側用 ¥1,680　　 （消費税抜き¥1,600） 
　　　　　　 08T24-ER8-000A

0.1H ※撥水ガラスコートの施工について
詳しくは販売会社にご相談ください。

ブラック ¥36,750　　 （消費税抜き¥35,000）  08L04-SJK-0010.5H

0.5H

※ルーフより３ｃｍ高くなります。

SGSワイパーブレード（スノータイプ）10タイヤチェーン09
降雪時の視野をサポートします。凍結防止用カバー
付き。

スチールチェーン
■215/60R17タイヤ用 

¥21,000
（消費税抜き¥20,000）
08T01-621-C02

■225/50R18タイヤ用

¥26,250
（消費税抜き¥25,000）
08T01-822-B00

■運転席側用 ¥5,250
　 （消費税抜き¥5,000） 08T22-SJK-000

■助手席側用 ¥5,250
　 （消費税抜き¥5,000） 08T22-SR3-B00

■リア用 ¥3,465
　 （消費税抜き¥3,300） 08T22-SFA-000

■スキー／スノーボードアタッチメント（ロック付）

08L03-E09-000B
¥18,900（消費税抜き¥18,000） 

シルバー

サイズ：L 110 × W 82 
× H 9cm
※荷物は別売のラゲッジネットと
　タイダウンベルトで確実に固定してください。

サイズ：L 90 × W 90cm

サイズ：L195 × W 75 
× H 22.5cm

■ルーフアルミラック

08L08-TA1-A02

¥40,950　　 
（消費税抜き¥39,000） 

サイズ：W 5.5 × H  5cm
※スキー板1セットまたは
　ウインドサーフィンマスト1本積載可能です。

■スキー／マストホルダー

08L03-TA1-002

¥1,029　　 
（消費税抜き¥980） 

ブラック　
左開き 容量330ℓ 

■ルーフボックス（ロック付）

08L20-E09-000

¥91,350　　 
（消費税抜き¥87,000） 

ガルウイングタイプ 許容荷重36kg許容荷重36kg 許容荷重60kg 許容荷重50kg

サイズ：W 80 
× H 12cm
積載部幅：62.5cm
積載の目安：スノーボード4枚または
スキー板6セット
※スキー、スノーボードの形状により
　積載数は異なります。

08L03-E09-000A 0.3H

0.1H

サイズ：W 50 × H  2.5cm
※サーフボード1枚分。　
※サーフボードは別売のタイダウンベルトで
　確実に固定してください。

■サーフボードクッション

08L05-TA1-000

¥4,515　　 
（消費税抜き¥4,300） 

■ラゲッジネット

08L96-TA1-000

ルーフアルミラック用 
¥3,675
（消費税抜き¥3,500） 

■タイダウンベルト

08L35-TA1-000

2本セット ¥2,940
（消費税抜き¥2,800） 

0.1H

お得なセット価格

単品合計価格

ワイパーブレード（スノータイプ）セット11

08T22-SJK-000A
¥11,130（消費税抜き¥10,600） 

¥13,965（消費税抜き¥13,300） 

SGS

SG

S

フロント用・リア用セット（3本）

SGSACコンセント05

SGSラゲッジトレイ02

※サイドエアバッグ装備車の助手席ではご使用できません。
※成形後は元にもどらなくなります。
※ご購入の際は販売会社にて商品のご確認、または説明を受けた上でご購入
　ください。

※スタッドレスタイヤには装着できない場合があります。 
※タイヤサイズを確認してお買い求めください。

¥10,290（消費税抜き¥9,800） 08R31-ES1-001

SGS

腰痛にお悩みのドライバーのために開発された、いま
までにない画期的な体圧分散シートです。お車のシー
トと身体のスキマを埋める、オーダーメイドのジャスト
フィットであなたの腰をサポートします。

フタを開けるとソーラー電池充電式
のLED照明が点灯、フタを閉めた後
も約10秒～15秒間光り続けます。

ランバーフィットサポート08

SGS灰皿（LED照明付）06
¥1,575（消費税抜き¥1,500） 
08U25-SLJ-010

SGS灰皿07

SGSラゲッジルームネット03 SGSラゲッジフック04

¥18,900　　 （消費税抜き¥18,000） 08U56-SJK-0230.8H

100V／100Wまでの電気製品に対応します。

※ご使用の状況や一部製品によっては消費電力が100W以下であっても、
　正常に作動しない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
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※取り付けた日から1年間バルブの寿命を
　保証します。

※取り付けた日から1年間バルブの寿命を
　保証します。

SGSハイケルビンバルブ01
ホワイト系の光がクルマをシャープなイメージに
ドレスアップ。夜間走行時の視認性とファッション
性を高めます。

¥7,350　　 （消費税抜き¥7,000）
08V30-E89-000D

■ヘッドライトハイビーム用
HB3 （60W/2個セット）

0.4H ¥7,350　　 （消費税抜き¥7,000）
08V30-E89-000C

■フォグライト（クリア）用
H11 （55W/2個セット）

0.6H

※消耗品のため保証の対象にはなりません。

¥2,205　　 （消費税抜き¥2,100）
08V30-E89-000E

■ライセンスライト用
W5W （5W/2個セット）

0.2H

※消耗品のため保証の対象にはなりません。

¥2,205　　 （消費税抜き¥2,100）
08V30-E89-000E

■ポジションライト用
W5W （5W/2個セット）

0.4H

写真は他車種の装着例です。

※灰皿はエアコン吹き出し口付近のカップホルダーでは火種や灰が飛ぶ恐れがありますので使用しないでください。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税込み）で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項につきましては、販売会社にお問い合わせください。
●　　内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

※小物は撮影のために用意したものです。

色温度イメージグラフ

ノーマル
バルブ

ハイケルビン
バルブ

3,000K 5,000K4,000K

取付位置：1列目シート用ドリンクホルダー部（横向き）、
　　　　 2列目シート用ドリンクホルダー部（横向き）、
　　　　 3列目シート用サイドドリンクホルダー部

取付位置：1列目シート用ドリンクホルダー部（横向き）、
　　　　 2列目シート用ドリンクホルダー部（横向き）、
　　　　 3列目シート用サイドドリンクホルダー部

¥26,250（消費税抜き¥25,000） 

許容荷重75kg

サイズ：W 83.5 
× H 12cm
積載部幅：片側28cm ×2
積載の目安：スノーボード4枚または
スキー板6セット
※スキー、スノーボードの形状により
　積載数は異なります。

カタログPDFの情報は2013年9月現在のものです。




